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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】エンジン組み込み用の熱交換器：曲線プレート
を提供する。
【解決手段】熱交換器用の曲線プレート（１００）が提
供される。曲線プレート（１００）は、複数の第１の溝
（１０４）を定める内側プレート（１０２）と、複数の
第２の溝（１０８）を定める外側プレート（１０６）と
を備えることができる。外側プレート（１０６）は、複
数の第１の溝（１０４）及び複数の第２の溝（１０８）
を両者の間に複数のチャネル（１１０）が定められるよ
うに実質的に整列させつつ、内側プレート（１０２）へ
と取り付けられる。各々のチャネル（１１０）は、曲線
プレート（１００）の第１の端部（１２４）の第１の部
分（１２２）に位置する第１の開口から第１の端部（１
２４）の第２の部分（１３０）に位置する第２の開口ま
で延在する。曲線プレート（１００）を形成するための
方法も、一般的に提供される。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第１の溝（１０４）を定めている内側プレート（１０２）と、
　複数の第２の溝（１０８）を定めている外側プレート（１０６）と
　を備える曲線プレート（１００）であって、
　外側プレート（１０６）は、複数の第１の溝（１０４）と複数の第２の溝（１０８）と
を間に複数のチャネル（１１０）を定めるように実質的に整列させて内側プレート（１０
２）へと取り付けられ、各々のチャネル（１１０）は、当該曲線プレート（１００）の第
１の端部（１２４）の第１の部分（１２２）に位置する第１の開口（１２０）から、第１
の端部（１２４）の第２の部分（１３０）に位置する第２の開口（１２８）まで延在して
いる、曲線プレート（１００）。
【請求項２】
　チャネル（１１０）は、第１の開口（１２０）から当該曲線プレート（１００）を通っ
て第２の開口（１２８）まで延在している１以上の湾曲部（１２６）を有する非直線の経
路を定めており、
　外側プレート（１０６）は、第１の端部（１２４）から第２の端部（１３２）までの最
短距離として測定される弦長を定め、外側プレート（１０６）は、第１の端部（１２４）
から第２の端部（１３２）まで該外側プレート（１０６）の外面を横切って測定される弧
長を定め、さらに弧長は弦長の約１０５％～約１５０％である、
　請求項１に記載の曲線プレート（１００）。
【請求項３】
　当該曲線プレート（１００）に第１の端部（１２４）において第１の部分（１２２）と
第２の部分（１３０）との間にスロット（１３４）が定められている、請求項１に記載の
曲線プレート（１００）。
【請求項４】
　スロット（１３４）は、実質的にＵ字形を有し、各々のチャネル（１１０）は、当該曲
線プレート（１００）の第１の端部（１２４）の第１の部分（１２２）に位置する第１の
開口（１２０）から、当該曲線プレート（１００）に定められたスロット（１３４）を巡
り、第１の端部（１２４）の第２の部分（１３０）に位置する第２の開口（１２８）まで
、実質的にＵ字形に延在している、請求項３に記載の曲線プレート（１００）。
【請求項５】
　内側プレート（１０２）及び外側プレート（１０６）の少なくとも一方は、第１の端部
（１２４）の反対側の第２の端部（１３２）から延在するタブ（１４０）を備えている、
請求項１に記載の曲線プレート（１００）。
【請求項６】
　各々チャネル（１１０）が内部に第１の通路（１１４）及び第２の通路（１１６）を定
めるように内側プレート（１０２）と外側プレート（１０６）との間に位置する一体壁（
１１２）
　をさらに備える、請求項１に記載の曲線プレート（１００）。
【請求項７】
　一体壁（１１２）は、チャネルにおいて第１の通路（１１４）と第２の通路（１１６）
との間の流体の流れが可能となるように複数の穴を定めており、及び／又は
　一体壁（１１２）は、チャネル（１１０）内の第１の通路（１１４）及び第２の通路（
１１６）において流体の流れが攪拌されるように複数のくぼみを定めており、及び／又は
　一体壁（１１２）は、銅、銀、チタニウム、チタニウム合金、アルミニウム、又はアル
ミニウム合金から作られている、
　請求項６に記載の曲線プレート（１００）。
【請求項８】
　内側プレート（１０２）は、約４００μｍ～約８００μｍの厚さを有し、
　外側プレート（１０６）は、約４００μｍ～約８００μｍの厚さを有し、
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　内側プレート（１０２）及び外側プレート（１０６）は、チタニウム、アルミニウム、
又はオーステナイト合金から作られている、
　請求項１に記載の曲線プレート（１００）。
【請求項９】
　複数のくぼみが、内側プレート（１０２）によって複数の第１の溝（１０４）に沿って
定められており、及び／又は
　複数のくぼみが、外側プレート（１０６）によって複数の第２の溝（１０８）に沿って
定められている、請求項１に記載の曲線プレート（１００）。
【請求項１０】
　第１の溝（１０４）の各々は、該溝の最大弦長の約１．５～約２０倍の最大断面弧長を
有し、第２の溝（１０８）の各々は、該溝の最大弦長の約１．５～約２０倍の最大断面弧
長を有する、請求項１に記載の曲線プレート（１００）。
【請求項１１】
　曲線プレート（１００）を形成するための方法であって、
　金属の第１の薄板をプレスして複数の第１の溝（１０４）を定める第１のプレート（１
０２）を形成するステップと、
　金属の第２の薄板をプレスして複数の第２の溝（１０８）を定める第２のプレート（１
０６）を形成するステップと、
　その後に複数の第１の溝（１０４）と複数の第２の溝（１０８）とが実質的に整列して
間に複数のチャネル（１１０）を定めるように第１の薄板（１０２）を第２の薄板（１０
６）へと積層して曲線プレート（１００）を形成するステップと
　を含んでおり、
　各々のチャネル（１１０）は、曲線プレート（１００）の第１の端部（１２４）の第１
の部分（１２２）に位置する第１の開口（１２０）から、各々のチャネル（１１０）に定
められた湾曲部（１２６）を通り、第１の端部（１２４）の第２の部分（１３０）に位置
する第２の開口（１２８）まで延在している、方法。
【請求項１２】
　積層に先立って、一体壁（１１２）を、各々のチャネル（１１０）が内部に第１の通路
及び第２の通路を定めるように第１の薄板（１０２）と第２の薄板（１０６）との間に配
置するステップ
　をさらに含む請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広くには、ガスタービンエンジンに関し、より詳しくは、高圧高温の抽気を
冷却するためのガスタービンエンジンのファンダクトにおける熱交換設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数の市販の航空機用ガスタービンエンジンは、機上の種々のシステムによる使用のた
めに、コアエンジン圧縮機からの高圧高温の抽気を利用する。特に、高圧の空気が、防氷
及び客室の冷却などの機上のさまざまな目的によって必要とされる。しかしながら、空気
の使用に先立って、空気の温度を、各々の具体的な目的の要件に従った妥当なレベルへと
下げなければならない。
【０００３】
　高圧の圧縮機の抽気を冷却する１つの現在の方法は、エンジンケースに埋め込まれたエ
ンジンファンダクトから空気を取り出し、或いは抽出することである。次いで、ファンダ
クトからのより低温の抽気と、コアエンジン圧縮機からの高圧かつより高温の抽気とが、
熱交換器に通され、熱交換器において、より高温かつ高圧の空気が、自身の熱エネルギの
一部を、より低温のファンダクト抽気へと引き渡す。
【０００４】
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　熱交換プロセスの使用は必須であるが、熱伝達を達成するための現在のシステムは、極
度に複雑である。或るシステムにおいては、高圧の抽気を航空機へと通し、より低温のフ
ァンダクト抽気を熱交換器の場所まで導くために、配管の手の込んだ配置が使用される。
より低温のファンダクト抽気は、熱交換器に到達して冷却の仕事を実行するときまでに、
配管の種々の屈曲及び湾曲に起因する摩擦損失ゆえに、自身の圧力（推力として利用でき
る）の大部分を失ってしまう。熱交換器から出た後で、ファンダクト抽気は、航空機の構
造体から外部へと排出されるが、推力の恩恵を無視できるほどしかもたらさない。エンジ
ンの燃料消費率において、ファンダクト抽気による推力が失われる影響は著しい。さらに
、過度に複雑な抽気の配管は、航空機の重量を著しく増やす。
【０００５】
　したがって、熱伝達の働きを実行するための設備において、先行技術において直面され
るファンダクト抽気の損失を回避する改善について、ニーズが依然として存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２０１５／１６０４０３号
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の態様及び利点は、一部は以下の説明において述べられ、或いは明細書から自明
であってよく、もしくは本発明の実施を通じて習得可能であってよい。
【０００８】
　曲線プレート（ｃｕｒｖｉｌｉｎｅａｒ　ｐｌａｔｅ）が、一般的に提供される。一実
施形態では、曲線プレートは、複数の第１の溝を定める内側プレートと、複数の第２の溝
を定める外側プレートとを備える。外側プレートは、複数の第１の溝及び複数の第２の溝
を両者の間に複数のチャネルが定められるように実質的に整列させつつ、内側プレートへ
と取り付けられる。各々のチャネルは、曲線プレートの第１の端部の第１の部分に位置す
る第１の開口から第１の端部の第２の部分に位置する第２の開口まで延在する。
【０００９】
　曲線プレートを形成するための方法も、一般的に提供される。一実施形態では、本方法
は、金属の第１の薄板をプレスして複数の第１の溝を定める第１のプレートを形成するこ
と、金属の第２の薄板をプレスして複数の第２の溝を定める第２のプレートを形成するこ
と、及びその後に複数の第１の溝及び複数の第２の溝が実質的に整列して間に複数のチャ
ネルを定めるように、第１の薄板を第２の薄板へと積層して曲線プレートを形成すること
を含む。各々のチャネルは、曲線プレートの第１の端部の第１の部分に位置する第１の開
口から、各々のチャネルに定められた湾曲部を通り、第１の端部の第２の部分に位置する
第２の開口まで延在する。
【００１０】
　さらに、ダクト横断部分（ｔｒａｎｓｄｕｃｔ　ｓｅｇｍｅｎｔ）が、一般的に提供さ
れる。一実施形態では、ダクト横断部分は、第１の端部から第２の端部まで延在して中空
の通路を定める本管と、本管内に定められた開口の第１の側において本管の外面に取り付
けられた下側プラットフォームと、開口の第１の側とは反対側の第２の側において本管の
外面に取り付けられた上側プラットフォームとを含む。上側プラットフォームは、間に供
給チャネルを定めるように下側プラットフォームと一体であり、供給チャネルは、本管に
よって定められた開口を通じて本管の中空の通路に流体連通している。下側プラットフォ
ーム及び上側プラットフォームは、本管によって定められた中空の通路に流体連通した複
数のチャネルを定めるインターフェイスを定めている。
【００１１】
　一実施形態では、ガスタービンエンジン用の環状の熱交換器が、一般的に提供される。
環状の熱交換器は、複数のダクト横断部分によって定められる第１の本管を備える第１の
環状リングと、複数のダクト横断部分（上述のものなど）によって定められる第２の本管
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を備える第２の環状リングと、第１の本管のダクト横断部分及び第２の本管のダクト横断
部分に流体連通した１以上のチャネルを内部に定める曲線プレートとを備えることができ
る。
【００１２】
　ガスタービンエンジンの環状のダクトにおいて高温流体を冷却する方法も、一般的に提
供される。一実施形態では、本方法は、熱伝達領域を定めるために環状のダクト内で半径
方向に積層された複数の冷却チャネルを通って高温流体を導くこと、及び冷却用流体を半
径方向に積層された複数の冷却チャネルの間を通過するように環状のダクトに通すことを
含む。これに加え、或いはこれに代えて、本方法は、熱伝達領域を定めるために環状のダ
クト内で半径方向に積層された複数の冷却チャネルを通って高温流体を導くこと、及び冷
却用流体を半径方向に積層された複数の冷却チャネルの間を通過するように環状のダクト
に通すことを含むことができる。これに加え、或いはこれに代えて、本方法は、高温流体
を第１の内側ラジアル管（ｒａｄｉａｌ　ｔｕｂｅ）へと通し、環状のダクトにおいて半
径方向に積層された複数の曲線プレート内に定められた複数の冷却チャネルに通し、さら
に第２の内側ラジアル管へと通すこと、及び冷却用流体を環状のダクトに通すことを含む
ことができる。
【００１３】
　本発明のこれらの特徴、態様、及び利点、並びに他の特徴、態様、及び利点が、以下の
説明及び添付の特許請求の範囲を参照して、よりよく理解されるであろう。本明細書に取
り入れられて本明細書の一部を構成する添付の図面は、本発明の実施形態を示しており、
明細書と協働して本発明の原理を説明する役に立つ。
【００１４】
　当業者へと向けられた本発明の最良の態様を含む本発明の充分かつ本発明を実施可能に
する開示が、添付の図面を参照して、明細書において説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ガスタービンエンジン用の一実施形態による典型的な環状の熱交換器を示してい
る。
【図２】図１の典型的な環状の熱交換器の半径方向の断面図を示している。
【図３】図１の典型的な環状の熱交換器の周方向の断面図を示している。
【図４】内側から見た図２の典型的な環状の熱交換器の半径方向の断面図を示している。
【図５】曲線プレートの端部に取り付けられたダクト横断部分のインターフェイスの拡大
図を示している。
【図６】本管によって互いに流体連通した典型的なダクト横断部分の周方向の断面図を示
している。
【図７】本管及びインターフェイスを定めている典型的なダクト横断部分を示している。
【図８】図７の典型的なダクト横断部分の周方向の断面図を示している。
【図９】図７のとおりの複数のダクト横断部分を示しており、隣り合うダクト横断部分が
本管によって流体連通している。
【図１０】典型的な曲線プレートを示しており、曲線プレートが、曲線プレートの第１の
端部の第１の部分に位置する第１の開口から、各々のチャネルに定められた湾曲部を通り
、第１の端部の第２の部分に位置する第２の開口まで延在する複数のチャネルを定めてい
る。
【図１１】図１０の典型的な曲線プレートの別の図を示している。
【図１２】図１０及び１１の典型的な曲線プレートの第１の端部の一部分の拡大図を示し
ている。
【図１３】一実施形態による典型的な環状の熱交換器を備えることができるガスタービン
エンジンの一実施形態の断面図を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　本明細書及び図面における参照符号の繰り返しの使用は、本発明の同じ又は類似の特徴
又は構成要素を表すように意図されている。
【００１７】
　次に、本発明の実施形態を詳しく参照するが、それら実施形態の１つ以上の実施例が図
面に示されている。各々の例は、本発明の説明の目的で提示されており、本発明を限定す
るものではない。実際、本発明において、本発明の技術的範囲及び技術的思想から離れる
ことなく、種々の変更及び変形が可能であることは、当業者にとって明らかであろう。例
えば、或る実施形態の一部として例示又は説明される特徴を、別の実施形態では使用して
、またさらなる実施形態をもたらすことが可能である。このように、本発明は、添付の特
許請求の範囲及びそれらの均等物の技術的範囲に含まれるような変更及び変形を包含する
ように意図される。
【００１８】
　本明細書において使用されるとき、用語「第１」、「第２」、及び「第３」は、或る構
成要素を別の構成要素から区別するために入れ換え可能に使用することができ、個々の構
成要素の場所又は重要性を意味するものではない。
【００１９】
　用語「上流」及び「下流」は、流路における流体の流れに対する相対的な方向を指す。
例えば、「上流」は、流体が流れてくる方向を指し、「下流」は、流体が流れていく方向
を指す。
【００２０】
　本明細書において使用されるとき、「流体」は、気体又は液体であってよい。本手法は
、使用される流体の種類に限定されない。好ましい用途において、冷却用流体は、ファン
空気であり、被冷却流体は、抽気である。しかしながら、本手法は、他の種類の液体及び
気体の流体にも使用可能であり、被冷却流体及び冷却用流体は、同じ流体又は異なる流体
である。被冷却流体及び冷却用流体の他の例として、空気、油圧流体、燃焼ガス、冷媒、
冷媒混合物、航空電子機器又は他の航空機の電子システムを冷却するための絶縁性流体、
水、水系の化合物、凍結防止の添加物（例えば、アルコール又はグリコール化合物）が混
ぜられた水、並びに高温又は低温において持続的に熱を運ぶことができる任意の他の有機
又は無機の熱伝達流体又は流体混合物が挙げられる。
【００２１】
　付加製造によって実際の実現が容易化される性能を向上させる形状を備える熱交換器が
、一般的に提供される。本明細書に記載の熱交換器システムは、複数の種類の流体が関与
するさまざまな熱交換器の用途に広く適用可能であるが、本明細書においては、ガスター
ビンエンジンにおけるファン空気（例えば、低温流）による抽気（例えば、高温流）のき
わめて効果的な冷却に関して説明される。今回の説明は、高バイパスのタービンエンジン
に使用される熱交換器に関するが、この説明が高バイパスのタービンエンジンにおける使
用に限られないことを、当業者であれば理解できると考えられることに、注意すべきであ
る。むしろ、提示される熱交換器は、熱交換を必要とする任意のエンジン及び／又は装置
に使用可能である。タービンエンジンのファンケーシング及びエンジンケーシングの少な
くとも一方に結合したタービンエンジン用熱交換器が、一般的に提供される。典型的な実
施形態では、熱交換器は、環状に形作られた本体を備える。
【００２２】
　図１～４を参照すると、環状のジェットエンジン空気ダクト１０が、ターボファン、タ
ーボプロップ、及びターボジェットエンジンなどのガスタービンエンジンに関して示され
ている。環状のジェットエンジン空気ダクト１０は、第１の環状リング１４と、第２の環
状リング１６と、第１の環状リング１４を第２の環状リング１６に流体連通させる複数の
曲線プレート１００とで形成された環状の熱交換器１２を備える。第１の環状リング１４
は、複数のダクト横断部分２０によって定められた第１の本管１５を有しており、ダクト
横断部分２０は、隣り合うダクト横断部分２０の少なくとも一部分が第１の本管１５に沿
って流体連通するように、互いに直列に接続されている。同様に、第２の環状リング１６
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は、複数のダクト横断部分２０によって定められた第２の本管１７を有している。曲線プ
レート１００が、第１の本管１５のダクト横断部分２０及び第２の本管１７のダクト横断
部分２０に流体連通した１以上のチャネル１１０を定めている。高温の流体（例えば、抽
気）が、曲線プレート１００の上方を通過する冷却用流体との熱伝達のために、曲線プレ
ート１００の１以上のチャネル１０２を通過することができる。図示のとおり、曲線プレ
ート１００は、半径方向内側へと向けられた湾曲した表面を定めている。しかしながら、
代案の実施形態では、曲線プレート１００は、半径方向外側へと向けられた湾曲を定める
ことができる。
【００２３】
　複数の曲線プレート１００は、隣り合う曲線プレート１００の間に冷却用流体（例えば
、ファン空気）を軸方向に流すことができる間隙が定められるように、半径方向に重ねら
れている。一実施形態では、複数の曲線プレート１００は、一般に、冷却用流体の流れが
（曲線プレート１００を通じた熱伝達のために）曲線プレート１００への衝突を強いられ
、意味のある代替の経路を決して見つけることがないように、環状のダクトを周状に巡っ
て一様なやり方で配置される。このようにして、高温流体の大部分が、環状のダクトのこ
の熱伝達領域を通って（すなわち、半径方向に重ねられたプレートが位置している内側の
帯と外側の帯との間の間隙を）流れる。例えば、少なくとも９５％（例えば、少なくとも
９９％）など、冷却用流体の少なくとも９０％が、環状のダクトの熱伝達領域を通って流
れる。したがって、冷却用流体の流れの捕捉率が最大化され、熱伝達率の効率が高められ
る。
【００２４】
　図示のとおり、第１の環状リング１４は、一般に、第２の環状リング１６に隣接し、第
２の環状リング１６に平行である。しかしながら、他の実施形態では、第１の環状リング
１４及び第２の環状リング１６は、互いに異なる形状とされてよく、さらには／或いは非
平行なやり方で配置されてよい。
【００２５】
　図示の実施形態では、第１の環状リング１４の第１の本管１５及び第２の環状リング１
６の第２の本管１７の各々が、それぞれ複数の独立部分２２、２３へと分割されている。
独立部分２２、２３の各々は、第１の本管１５及び第２の本管１７のそれぞれを通る個々
の空洞を形成している複数のダクト横断部分２０から形成されている。独立部分２２、２
３は、複数の独立部分２２、２３の端部のダクト横断部分２０内の境界壁２４において隔
てられている。各々のダクト横断部分２０は、特定の実施形態では、環状リング１４、１
６の周長のうちの約５°～約２０°に及ぶ。しかしながら、ダクト横断部分２０を、任意
の所望の長さ及び／又は形状に形成することができる。
【００２６】
　供給管２６が、流体を供給するために、第１の本管１５及び第２の本管１７のそれぞれ
の各部分２２、２３に示されている。例えば、流体は、冷却のための圧縮された空気（例
えば、エンジンからの抽気）であってよい。図示の実施形態では、供給流体３０（例えば
、高温空気）が、入り口供給管２８を通って第２の環状リング１６へと導入され、第２の
本管１７から（後述される）曲線プレート１００のチャネル１１０を通って第１の本管１
５へと渡され、冷却された流体３４として出口管３２を通って出る。具体的には、冷却用
流体３６（例えば、ファン空気）が、環状リング１４、１６と半径方向外側の壁４０との
間の空気ダクト１００を通過する。いずれの流体の流れの方向も、所望に応じて変更可能
であることを、理解すべきである。
【００２７】
　さらに詳しく後述されるように、曲線プレート１００は、曲線プレート１００内のより
高温かつより高圧の流体と、ダクトを通過するより低温かつより低圧の流体との間の熱伝
達を可能にする。この熱伝達は、熱伝達に利用することができる表面積を増加させた曲線
プレート１００の形状によって強化される。
【００２８】
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　図６～９にさらに詳しく示されるとおり、各々のダクト横断部分２０は、一般に、第１
の端部２０２から第２の端部２０４まで延在して中空の通路２０６を定めている本管２０
０を備える。隣り合うダクト横断部分２０は、本管２００のそれぞれの端部における取り
付けによって、本管２００に沿って互いに流体連通する。すなわち、或る１つのダクト横
断部分２０の第１の端部２０２が、隣のダクト横断部分２０の第２の端部２０４へと取り
付けられる。図８により詳しく示されるとおり、雄のインサート２４０が第２の端部２０
４によって定められ、雌の凹所が第１の端部２０２内に定められ、隣り合うダクト横断部
分２０の間の雄－雌の接続を可能にする。しかしながら、任意の他の適切な接続機構（例
えば、ろう付け、溶接、Ｏリング、ボルト、など）を利用することができる。
【００２９】
　さらに、本管２００は、供給チャネル２１０に流体連通する１以上の開口２０８を定め
ており、ここで供給チャネル２１０は、開口２０８の第１の側２１６において本管２００
の外面２１４へと取り付けられた下側プラットフォーム２１２と、開口２０８の第１の側
２１６とは反対側の第２の側２２０において本管２００の外面２１４へと取り付けられた
上側プラットフォーム２１８との間に定められている。したがって、供給チャネル２１０
は、本管２００によって定められた開口２０８を通じて本管２００の中空の通路２０６に
流体連通している。複数の開口２０８が、環状の方向に細長い形状にて本管２００に定め
られて図示されている。すなわち、開口２０８は、環状の方向に対して垂直な方向（すな
わち、軸方向）の最大幅よりも大きい環状の方向の（すなわち、本管の第１の端部から本
管の第２の端部まで延在する）最大長さを有することができる。
【００３０】
　図示の実施形態では、本管２００は、第１の端部２０２及び第２の端部２０４の両方に
おいて楕円形の断面を定めている。例えば、楕円形の断面は、最大高さの約１．５倍～約
２０倍の最大幅を有することができる。そのような楕円形は、ダクト１００を通過する冷
却用流体（例えば、ファン空気）に対して最小限の抵抗を可能にする。しかしながら、本
管は、所望に応じて他の断面形状を有することができる。
【００３１】
　一実施形態では、上側プラットフォーム２１８は下側プラットフォーム２１２と一体で
あり、両者の間に供給チャネル２１０を定めている。さらに、上側プラットフォーム２１
８及び下側プラットフォーム２１２は、単一の分割できない部品を形成するように本管２
００と一体であってよい。例えば、ダクト横断部分２０は、付加製造プロセスによって全
体が一体的に形成されてよく、これらに限られるわけではないが、チタニウム、チタニウ
ム合金、アルミニウム、アルミニウム合金、及びニッケル－クロム系の超合金（例えば、
Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｍｅｔａｌｓ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからＩｎｃｏｎｅｌ（登録商標
）という名称で入手できる）などのオーステナイト合金、などの付加材料から形成されて
よい。
【００３２】
　下側プラットフォーム２１２及び上側プラットフォーム２１８は、末端２２１（本管２
００に位置する開口２０８の反対側）に、本管２００によって定められた中空の通路２０
６に流体連通した複数のチャネル２２４を定めるインターフェイス２２２を定めている。
一実施形態では、分岐角度θが、本管２００の外面２１４の第２の端部２０４から延在す
る最も上方の接線２２６と、下側プラットフォーム２１２の内面２１３から延在する接線
２２８との間に定められ、ここで分岐角度は、約１０°～約３０°である。
【００３３】
　図示の実施形態では、下側プラットフォーム２１２の内面２３０は、インターフェイス
２２２において複数の下側溝２３２を定めており、上側プラットフォーム２１８の内面２
３４が、インターフェイス２２２において複数の上側溝２３６を定めている。複数の下側
溝２３２は、複数のチャネル２２４を定めるように複数の上側溝２３６におおむね整列し
ている。さらに、スロット２３８が、インターフェイス２２２において下側プラットフォ
ーム２１２の内面２３０と上側プラットフォーム２１８の内面２３４との間に定められて
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いる。図示のとおり、スロット２３８は、図５にさらに詳しく示されるように、曲線プレ
ート１００の第１の端部１２４を受け入れるように上側プラットフォーム２１８と下側プ
ラットフォーム２１２との間に定められた複数のチャネル２２４を通って延在している。
一実施形態では、曲線プレート１００の第１の端部１２４は、ろう付け、溶接、又は任意
の他の適切な取り付け機構によってスロットにおいてインターフェイスへと配置されて取
り付けられる。図示の実施形態では、ダクト横断部分２０のインターフェイス２２２に定
められた各々のチャネル２３４は、さらに詳しく後述されるように、曲線プレート１００
のそれぞれのチャネル１１０に流体連通する。
【００３４】
　図８を参照すると、内部梁２４２が図示のように存在でき、複数の通路２４４を定める
ように上側プラットフォーム２１８と下側プラットフォーム２１２との間に位置して供給
チャネル２１０からインターフェイス２２２へと延在することができ、ここで複数の通路
２４４は、各々の通路２４４がチャネル１１０のうちの１つに流体連通するように、イン
ターフェイス２２２において曲線プレート１００のそれぞれのチャネル１１０に対応する
。さらに、梁２４２は、上側プラットフォーム２１８と下側プラットフォーム２１２との
間の構造的な支持をもたらすことができる。一実施形態では、本管２００は、それぞれの
通路２４４に流体連通し、したがって曲線プレート１００のそれぞれのチャネル１１０に
流体連通する複数の開口２０８を定める。
【００３５】
　図２及び４を参照すると、ダクト横断部分２０は、本管２００の第１の側２５１から延
在し、エンジンのフレーム（図示せず）へと取り付けられるように構成された第１のウイ
ング２５２をさらに備えることができる。また、ダクト横断部分は、本管２００の第１の
側２５１の反対側の第２の側２５３から延在する第２のウイング２５４をさらに備え、第
２のウイング２５４は、隣接するダクト横断部分２０のウイング２５４へと取り付けられ
るように構成される。このようにして、第１のウイング２５２及び第２のウイング２５４
は、楕円形の断面の最大幅の軸方向に延在し、隣り合うリング１４、１６を一体に接続し
て環状の熱交換器１２を形成することを可能にする。隣接するダクト横断部分２０の第２
のウイング２５４は、互いに一体であってよく、或いは取り付け機構（例えば、ねじ、ボ
ルト、溶接、ろう付け、など）によって互いに接続されてよい。
【００３６】
　図１０～１２が、複数の第１の溝１０４を定める内側プレート１０２と、複数の第２の
溝１０８を定める外側プレート１０６とを含む典型的な曲線プレート１００を示している
。一般に、内側プレート１０２は、複数の第１の溝１０４及び複数の第２の溝１０８を両
者の間に複数のチャネル１１０が定められるように実質的に整列させつつ、外側プレート
１０６へと取り付けられる。図１１の実施形態は、各々のチャネル１１０が内部に第１の
通路１１４及び第２の通路１１６を定めるように、内側プレート１０２と外側プレート１
０６との間に位置する随意による一体壁１１２を備えている。
【００３７】
　一実施形態では、内側プレート１０２及び外側プレート１０６は、随意による一体壁１
１２とともに、ろう付け又は他の溶接部を存在させることなく、拡散接合によって互いに
接合される。しかしながら、これらに限られるわけではないが接着剤による結合、溶接、
ろう付け、など、任意の適切な取り付けを、内側プレート１０２及び外側プレート１０６
の接合に利用することができる。
【００３８】
　図示の実施形態では、各々のチャネル１１２は、曲線プレート１００の第１の端部１２
４の第１の部分１２２に位置する第１の開口１２０から、各々のチャネル１１２に定めら
れた湾曲部１２６を通り、第１の端部１２４の第２の部分１３０に位置する第２の開口１
２８まで延在している。したがって、各々のチャネル１１２を通過する流体は、第１の部
分１２２の第１の開口１２０から、湾曲部１２６を巡り、第２の部分１３０の第２の開口
１２８から出るように（或いは、反対に、第２の開口１２８から第１の開口１２０へと逆
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方向に）曲線プレートを通って導かれる。このように、各々のチャネル１１２は、第１の
開口１２０から第２の開口１２８まで延在する１以上の湾曲部１２６を有する非直線の経
路を定めている。
【００３９】
　図１２が、実質的に楕円形のチャネル１１０を定めるように実質的に半楕円形の形状を
有している第１の溝１０４及び第２の溝１０８の各々を示している。この形状は、チャネ
ル１１０における熱伝達のための表面積を増やすことができるだけでなく、第１の溝１０
４及び第２の溝１０８を薄板（例えば、金属薄板）のプレス加工から形成することも可能
にする。図示の実施形態では、第１の溝１０４の各々は、最大弦長（ｃｈｏｒｄ　ｌｅｎ
ｇｔｈ）の約１．５～約２０倍の最大断面弧長（ａｒｃ　ｌｅｎｇｔｈ）を有する。同様
に、第２の溝１０８の各々は、最大弦長の約１．５～約２０倍の最大断面弧長を有する。
しかしながら、他の形状も、所望に応じて利用可能である。
【００４０】
　一実施形態では、第１の溝１０４及び／又は第２の溝１０８は、チャネル１１０内の流
体の流れを攪拌するとともに、熱伝達のための表面積を増加させるための複数のくぼみ又
は他の表面造作を定めることができる。
【００４１】
　曲線プレート１００は、一般に、第１の端部１２４から第２の端部１３２までの湾曲し
た（すなわち、非平面の）経路を定める。図示の実施形態では、湾曲は、円の弧長を定め
るようにおおむね一定である。しかしながら、他の実施形態では、曲線プレート１００は
、外側プレート１２６を横切って変化し、曲線、屈曲、ジョイント、平坦部分、などを含
んでよい一様（すなわち、一定）でない湾曲を有することができる。特定の断面形状にか
かわらず、外側プレート１２６は、第１の端部１２４から第２の端部１３２までの最短距
離として測定される弦長を定め、外側プレート１２６は、第１の端部１２４から第２の端
部１３２まで外側プレート１２６の外面１２７を横断して測定される弧長を定める。（弦
長及び弧長について）同じ始点及び終点を使用して、弧長は、弦長の約１０５％～約１５
０％である。すなわち、弧長は、弦長の約１．０５倍～約１．５倍である。このように、
曲線プレート１００の湾曲は、平坦なプレートにおいて存在したと考えられるよりも広い
熱伝達のための表面積を可能にする。
【００４２】
　図１０及び１１に示される実施形態では、スロット１３４が、第１の端部１２４におい
て曲線プレート１００に第１の部分１２２と第２の部分１３０との間に定められている。
一般に、スロット１３４は、ダクト横断部分２０のそれぞれのインターフェイス２２２へ
と取り付けられた第１の部分１２２及び第２の部分１３０の間の曲線プレート１００の撓
みを可能にする。実質的にＵ字形を有するものとして図示されているが、スロット１３４
は、任意の所望の形状を有することができる。同様に、各々のチャネル１１０は、第１の
端部１２４の第１の部分１２２に位置する第１の開口１２０から、曲線プレート１００に
定められたスロット１３４を巡り、第１の端部１２４の第２の部分１３０に位置する第２
の開口１２８まで、実質的にＵ字形に延在するものとして図示されている。しかしながら
、チャネル１１０は、曲線プレート１００において任意の所望の経路をとることができる
。
【００４３】
　内側プレート１０２及び外側プレート１０６を、所望の熱伝達特性を有する任意の適切
な材料から形成することができる。例えば、内側プレート１０２及び外側プレート１０６
を、チタニウム、チタニウム合金、アルミニウム、アルミニウム合金、及びニッケル－ク
ロム系の超合金（例えば、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｍｅｔａｌｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから
Ｉｎｃｏｎｅｌ（登録商標）という名称で入手できる）などのオーステナイト合金から構
成することができる。
【００４４】
　同様に、存在するのであれば、一体壁１１２も、任意の適切な材料で製造することがで
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きる。一実施形態では、一体壁１１２は、チャネル１１０内の第１の通路１１４と第２の
通路１１６との間の熱伝達を促進するために、比較的高い熱伝導性の材料から製造される
。例えば、一体壁を、めっきした銅、チタニウム、チタニウム合金、アルミニウム、アル
ミニウム合金、及びニッケル－クロム系の超合金（例えば、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｍｅｔａｌ
ｓ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからＩｎｃｏｎｅｌ（登録商標）という名称で入手できる）
などのオーステナイト合金で製造することができる。多くの実施形態では、内側プレート
１０２及び外側プレート１０６は、各々のそれぞれの表面を横切って実質的に等しい厚さ
を有するが、それぞれの溝１０４、１０８は、平坦な部分よりもわずかに薄くてよい。多
くの実施形態では、内側プレート１０２及び外側プレート１０６は、単独で約４００μｍ
～約８００μｍの厚さを有する。存在する場合、一体壁１１２は、約４００μｍ～約８０
０μｍの厚さを有することができる。
【００４５】
　一体壁１１２は、特定の実施形態では、チャネル１１０における第１の通路１１４と第
２の通路１１６との間の流体の流れを可能にするために、複数の穴（例えば、スロット又
は他の開口）を定めることができる。これに代え、或いはこれに加えて、一体壁１１２は
、チャネル１１０内の第１の通路１１４及び第２の通路１１６における流体の流れを攪拌
するとともに、両者の間の熱伝達のための表面積を増加させるための複数のくぼみ又は他
の表面造作を定めることができる。
【００４６】
　図１０及び１１に示されるとおり、内側プレート１０２及び外側プレート１０６の少な
くとも一方（或いは、両方）は、第１の端部１２４の反対側の第２の端部１３２から延在
する１以上のタブ１４０を備える。図３を参照すると、タブ１４０は、環状の熱交換器１
２のケーシング４４内に定められたスロット４２へと延在する。ケーシング４４は、一般
に、構造支持体４６及び半径方向外側の壁４０を備える。したがって、各々の曲線プレー
ト１００は、環状のダクトに対する各々の曲線プレート１００の熱膨張が少なくとも一方
向において拘束されないように構造的に支持される。すなわち、各々の曲線プレート１０
０を、それぞれのダクト横断部分２０から遠ざかるように延在している曲線プレート１０
０の長さに沿った熱膨張を許すと同時に、両者の間のスロットによって軸方向の撓みも許
すように、第１の端部１２４の第１及び第２の部分１２２、１３０においてのみ取り付け
ることができる。タブ１４０は、おおむねその場にとどまりながらわずかな移動及び／又
は膨張を許し、そのような移動及び／又は膨張を制限することがない。
【００４７】
　図示の実施形態では、構造支持体４６は、第１の環状リング４７と、第１の環状リング
４７に平行な第２の環状リング４９と、第１の環状リング４７を第２の環状リング４９へ
と接続する複数の横棒５１とを備える。横棒５１は、１以上のタブ１４０を受け入れるた
めの空洞５３を定めることができる。
【００４８】
　図示の実施形態では、タブ１４０のうちの少なくとも１つは、第２の端部１３２を取り
付け片（例えば、ボルト、ねじ、ピン、又は他の取り付け部材）によって構造支持体４６
へと固定するために、取り付け片（図示せず）を受け入れるための開口１４２を定める。
いくつかの実施形態では、タブ１４０のうちの少なくとも１つを、ケーシング４４の構造
支持体４６に定められた該当のスロット４２にスライド可能に位置させることができる。
例えば、取り付け片は、タブ１４０をスロット４２内に或る程度の移動を許容しつつ固定
することができる（例えば、細長い開口が、開口のより長い方向の移動を有すことができ
る。例えば、スライド可能に配置されるタブ１４０と固定されるタブ１４０との組合せを
、曲線プレート１００の第２の端部１３２を実質的に動かぬように保ちつつ曲線プレート
１００の第２の端部１３２の撓み及び／又はわずかな移動を許すために、利用することが
できる。このようにして、曲線プレート１００がケーシングに対して移動して、熱膨張、
撓み、振動運動、又は使用時の他のわずかな運動を許すことができる。図１０が、各々の
タブ１４０が取り付け片を受け入れるための開口１４２を定めている実施形態を示してい
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る一方で、図１１は、中央のタブ１４０だけが開口１４２を定めており、外側のタブ１４
２は固定用の取り付け片を有することなくスロットに配置されるように構成されている実
施形態を示していることに、注意すべきである。
【００４９】
　上述のように、曲線プレート１００は、プレス加工によって形成することができる。一
実施形態では、曲線プレート１００を、金属の第１の薄板をプレスして複数の第１の溝を
定める第１のプレートを形成し、金属の第２の薄板をプレスして複数の第２の溝を定める
第２のプレートを形成し、その後に複数の第１の溝及び複数の第２の溝が実質的に整列し
て間に複数のチャネルを定めるように、第１の薄板を第２の薄板へと積層して曲線プレー
トを形成することによって、形成することができる。一実施形態では、積層に先立って、
一体壁を、各々のチャネルが内部に第１の通路及び第２の通路を定めるように、第１の薄
板と第２の薄板との間に配置することができる。
【００５０】
　一実施形態では、環状のダクトは、ガスタービンエンジンの高温流体を冷却する方法に
おいて使用される。熱伝達領域を定めるために環状のダクト内で半径方向に積層された複
数の冷却チャネルを通って高温流体が導かれ、冷却用流体が、半径方向に積層された複数
の冷却チャネルの間を通過するように環状のダクトに通される。例えば、冷却用流体は、
おおむねガスタービンエンジンの軸方向に環状のダクトを通って流れる。
【００５１】
　例えば、図１３が、１つ以上の環状のジェットエンジン空気ダクト１０を備えるガスタ
ービンエンジン３１０の一実施形態の断面図を示している。環状の熱交換器の一は、所望
に応じてさまざまであってよいが、特定の実施形態では、コアエンジン３１４の内部であ
る。例えば、環状の熱交換器は、冷却用流体としてファン空気３５４を（直接、又は環状
のダクトへと導いて）利用することができ、高温流体は、ガスタービンエンジンのコアか
らの抽気であってよい。ガスタービンエンジンを、本発明の主題のいくつかの態様に従っ
て航空機において利用することができ、エンジン３１０が、参照の目的でエンジン３１０
を貫いて延在している長手方向又は軸方向の中心軸線３１２を有して図示されている。
【００５２】
　一般に、エンジン３１０は、コアガスタービンエンジン（全体が参照番号３１４によっ
て示されている）と、その上流に位置するファン部分３１６とを備えることができる。コ
アエンジン３１４は、一般に、環状の取り入れ口３２０を定める実質的に筒状の外ケーシ
ング３１８を備えることができる。加えて、外ケーシング３１８は、コアエンジン３１４
に進入する空気の圧力を第１の圧力レベルへと高めるためのブースタ圧縮機３２２をさら
に囲み、支持することができる。次いで、高圧多段軸流圧縮機３２４が、ブースタ圧縮機
３２２から加圧された空気を受け取り、そのような空気の圧力をさらに高めることができ
る。次いで、高圧圧縮機３２４から出る加圧された空気は、燃焼器３２６へと流れること
ができ、燃焼器３２６において、燃料が加圧された空気の流れへと注入され、得られる混
合物が燃焼器３２６において燃やされる。高エネルギの燃焼生成物が、燃焼器３２６から
エンジン３１０の高温ガス経路に沿って第１の（高圧）駆動シャフト３３０を介して高圧
圧縮機３２４を駆動する第１の（高圧）タービン３２８へと導かれ、次いで第１の駆動シ
ャフト３３０におおむね同軸な第２の（低圧）駆動シャフト３３４を介してブースタ圧縮
機３２２及びファン部分３１６を駆動する第２の（低圧）タービン３３２へと導かれる。
各々のタービン３２８及び３３２を駆動した後で、燃焼生成物を、推進用のジェット推力
をもたらすべく排気ノズル３３６を介してコアエンジン３１４から吐き出すことができる
。
【００５３】
　各々の圧縮機３２２、３２４が、複数の圧縮機段を備えることができ、各々の段が、固
定の圧縮機ベーンの環状のアレイ及び圧縮機ベーンのすぐ下流に配置された回転する圧縮
機ブレードの環状のアレイの両方を備えることを、理解すべきである。同様に、各々のタ
ービン３２８、３３２が、複数のタービン段を備えることができ、各々の段が、固定のノ
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ズルベーンの環状のアレイ及びノズルベーンのすぐ下流に配置された回転するタービンブ
レードの環状のアレイの両方を備える。
【００５４】
　さらに、図１３に示されるとおり、エンジン３１０のファン部分３１６は、一般に、環
状のファンケーシング３４０によって囲まれるように構成された回転可能な軸流ファンロ
ータアセンブリ３３８を備えることができる。ファンケーシング３４０を、複数の実質的
に放射状に延在している周方向に間隔を空けて配置された出口案内羽根３４２によってコ
アエンジン３１４に対して支持されるように構成できることを、当業者であれば理解すべ
きである。したがって、ファンケーシング３４０は、ファンロータアセンブリ３３８及び
その対応するファンロータブレード３４４を囲むことができる。さらに、ファンケーシン
グ３４０の下流部分３４６が、さらなる推進用のジェット推力をもたらす第２の（或いは
、バイパス）気流路３４８を定めるように、コアエンジン３１４の外側部分を覆って延在
することができる。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、第２の（低圧）駆動シャフト３３４をファンロータアセンブ
リ３３８へと直接結合させ、直接駆動の構成をもたらすことができることを、理解すべき
である。或いは、第２の駆動シャフト３３４を、減速装置３３７（例えば、減速歯車又は
ギアボックス）を介してファンロータアセンブリ３３８へと結合させ、間接駆動又は歯車
駆動の構成をもたらすことができる。そのような減速装置を、所望又は必要に応じて、エ
ンジン３１０内の任意の他の適切なシャフト及び／又はスプールの間にも設けることがで
きる。
【００５６】
　エンジン３１０の動作の際に、初期の気流（矢印３５０によって示されている）がファ
ンケーシング３４０の関連の取り入れ口３５２を通ってエンジン３１０に進入できること
を、理解すべきである。次いで、気流３５０は、ファンブレード３４４を通過し、通路３
４８を通って移動する第１の圧縮された気流（矢印３５４によって示されている）及びブ
ースタ圧縮機３２２に進入する第２の圧縮された気流（矢印３５６によって示されている
）へと分かれる。次いで、第２の圧縮された気流３５６の圧力が高められ、（矢印３５８
によって示されるように）高圧圧縮機３２４に進入する。燃料と混ぜ合わせられて燃焼器
３２６において燃やされた後に、燃焼生成物３６０が燃焼器３２６から出、第１のタービ
ン３２８を通って流れる。その後に、燃焼生成物３６０は、第２のタービン３３２を通っ
て流れ、排気ノズル３３６から出てエンジン３１０に推力をもたらす。
【００５７】
　上述のように、高温流体（例えば、抽気）を、本明細書に記載した装置及び方法によっ
て、ガスタービンエンジンの環状のダクトにおいて冷却することができる。一実施形態で
は、高温流体を、熱伝達領域を定めるために環状のダクト内で半径方向に積層された（例
えば、上述のとおりに複数の積層された曲線プレートの内部に定められた）複数の冷却チ
ャネルを通って導くことができ、冷却用流体を、半径方向に積層された複数の冷却チャネ
ルの間を通過するように環状のダクトに通すことができる。
【００５８】
　本明細書においては、本発明を最良の態様を含めて開示するとともに、あらゆる装置又
はシステムの製造及び使用並びにあらゆる関連の方法の実行を含む本発明の実施を当業者
にとって可能にするために、いくつかの実施例を使用している。本発明の特許可能な技術
的範囲は、特許請求の範囲によって定められ、当業者にとって想到される他の実施例も含
むことができる。そのような他の実施例は、それらが特許請求の範囲の文言から相違しな
い構造要素を有しており、或いは特許請求の範囲の文言から実質的には相違しない同等の
構造要素を含む場合、特許請求の範囲の技術的範囲に包含される。
［実施態様１］
　複数の第１の溝（１０４）を定めている内側プレート（１０２）と、
　複数の第２の溝（１０８）を定めている外側プレート（１０６）と
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　を備える曲線プレート（１００）であって、
　外側プレート（１０６）は、複数の第１の溝（１０４）と複数の第２の溝（１０８）と
を間に複数のチャネル（１１０）を定めるように実質的に整列させて内側プレート（１０
２）へと取り付けられ、各々のチャネル（１１０）は、当該曲線プレート（１００）の第
１の端部（１２４）の第１の部分（１２２）に位置する第１の開口（１２０）から、第１
の端部（１２４）の第２の部分（１３０）に位置する第２の開口（１２８）まで延在して
いる、曲線プレート（１００）。
［実施態様２］
　チャネル（１１０）は、第１の開口（１２０）から当該曲線プレート（１００）を通っ
て第２の開口（１２８）まで延在している１以上の湾曲部（１２６）を有する非直線の経
路を定めている、実施態様１に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様３］
　外側プレート（１０６）は、第１の端部（１２４）から第２の端部（１３２）までの最
短距離として測定される弦長を定め、外側プレート（１０６）は、第１の端部（１２４）
から第２の端部（１３２）まで該外側プレート（１０６）の外面を横切って測定される弧
長を定め、さらに弧長は弦長の約１０５％～約１５０％である、実施態様１に記載の曲線
プレート（１００）。
［実施態様４］
　当該曲線プレート（１００）に第１の端部（１２４）において第１の部分（１２２）と
第２の部分（１３０）との間にスロット（１３４）が定められている、実施態様１に記載
の曲線プレート（１００）。
［実施態様５］
　スロット（１３４）は、実質的にＵ字形を有し、各々のチャネル（１１０）は、当該曲
線プレート（１００）の第１の端部（１２４）の第１の部分（１２２）に位置する第１の
開口（１２０）から、当該曲線プレート（１００）に定められたスロット（１３４）を巡
り、第１の端部（１２４）の第２の部分（１３０）に位置する第２の開口（１２８）まで
、実質的にＵ字形に延在している、実施態様４に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様６］
　内側プレート（１０２）及び外側プレート（１０６）の少なくとも一方は、第１の端部
（１２４）の反対側の第２の端部（１３２）から延在するタブ（１４０）を備えている、
実施態様１に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様７］
　タブ（１４０）は、開口（１４２）を定めている、実施態様６に記載の曲線プレート（
１００）。
［実施態様８］
　各々チャネル（１１０）が内部に第１の通路（１１４）及び第２の通路（１１６）を定
めるように内側プレート（１０２）と外側プレート（１０６）との間に位置する一体壁（
１１２）
　をさらに備える、実施態様１に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様９］
　一体壁（１１２）は、チャネルにおいて第１の通路（１１４）と第２の通路（１１６）
との間の流体の流れが可能となるように複数の穴を定めている、実施態様８に記載の曲線
プレート（１００）。
［実施態様１０］
　一体壁（１１２）は、チャネル（１１０）内の第１の通路（１１４）及び第２の通路（
１１６）において流体の流れが攪拌されるように複数のくぼみを定めている、実施態様８
に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様１１］
　一体壁（１１２）は、銅、銀、チタニウム、チタニウム合金、アルミニウム、又はアル
ミニウム合金から作られている、実施態様８に記載の曲線プレート（１００）。
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［実施態様１２］
　内側プレート（１０２）は、約４００μｍ～約８００μｍの厚さを有する、実施態様１
に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様１３］
　外側プレート（１０６）は、約４００μｍ～約８００μｍの厚さを有する、実施態様１
に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様１４］
　内側プレート（１０２）及び外側プレート（１０６）は、チタニウム、アルミニウム、
又はオーステナイト合金から作られている、実施態様１に記載の曲線プレート（１００）
。
［実施態様１５］
　複数のくぼみが、内側プレート（１０２）によって複数の第１の溝（１０４）に沿って
定められている、実施態様１に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様１６］
　複数のくぼみが、外側プレート（１０６）によって複数の第２の溝（１０８）に沿って
定められている、実施態様１に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様１７］
　第１の溝（１０４）の各々は、該溝の最大弦長の約１．５～約２０倍の最大断面弧長を
有し、第２の溝（１０８）の各々は、該溝の最大弦長の約１．５～約２０倍の最大断面弧
長を有する、実施態様１に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様１８］
　第１の溝（１０４）の各々及び第２の溝（１０８）の各々は、半楕円形を有する、実施
態様１７に記載の曲線プレート（１００）。
［実施態様１９］
　曲線プレート（１００）を形成するための方法であって、
　金属の第１の薄板をプレスして複数の第１の溝（１０４）を定める第１のプレート（１
０２）を形成するステップと、
　金属の第２の薄板をプレスして複数の第２の溝（１０８）を定める第２のプレート（１
０６）を形成するステップと、
　その後に複数の第１の溝（１０４）と複数の第２の溝（１０８）とが実質的に整列して
間に複数のチャネル（１１０）を定めるように第１の薄板（１０２）を第２の薄板（１０
６）へと積層して曲線プレート（１００）を形成するステップと
　を含んでおり、
　各々のチャネル（１１０）は、曲線プレート（１００）の第１の端部（１２４）の第１
の部分（１２２）に位置する第１の開口（１２０）から、各々のチャネル（１１０）に定
められた湾曲部（１２６）を通り、第１の端部（１２４）の第２の部分（１３０）に位置
する第２の開口（１２８）まで延在している、方法。
［実施態様２０］
　積層に先立って、一体壁（１１２）を、各々のチャネル（１１０）が内部に第１の通路
及び第２の通路を定めるように第１の薄板（１０２）と第２の薄板（１０６）との間に配
置するステップ
　をさらに含む実施態様１９に記載の方法。
【符号の説明】
【００５９】
１０　ジェットエンジン空気ダクト
１２　環状の熱交換器
１４　第１の環状リング
１５　第１の本管
１６　第２の環状リング
１７　第２の本管
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２０　ダクト横断部分
２２　独立部分
２３　独立部分
２４　境界壁
２６　供給管
２８　入り口供給管
３０　供給流体
３２　出口管
３４　冷却された流体
３６　冷却用流体
４０　半径方向外側の壁
４２　スロット
４４　ケーシング
４６　構造支持体
４７　第１の環状リング
４９　第２の環状リング
５１　横棒
５３　空洞
１００　曲線プレート、空気ダクト
１０２　内側プレート、チャネル
１０４　第１の溝
１０６　外側プレート
１０８　第２の溝
１１０　チャネル
１１２　一体壁、チャネル
１１４　第１の通路
１１６　第２の通路
１２０　第１の開口
１２２　第１の部分
１２４　第１の端部
１２６　湾曲部
１２７　外面
１２８　第２の開口
１３０　第２の部分
１３２　第２の端部
１３４　スロット
１４０　タブ
１４２　タブ、開口
２００　本管
２０２　第１の端部
２０４　第２の端部
２０６　通路
２０８　開口
２１０　供給チャネル
２１２　下側プラットフォーム
２１３　内面
２１４　外面
２１６　第１の側
２１８　上側プラットフォーム
２２０　第２の側
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２２１　末端
２２２　インターフェイス
２２４　チャネル
２２６　接線
２２８　接線
２３０　内面
２３２　下側溝
２３４　内面、チャネル
２３６　上側溝
２３８　スロット
２４０　雄のインサート
２４２　内部梁
２４４　通路
２５１　第１の側
２５２　第１のウイング
２５３　第２の側
２５４　第２のウイング
３１０　ガスタービンエンジン
３１２　中心軸線
３１４　コアエンジン
３１６　ファン部分
３１８　外ケーシング
３２０　取り入れ口
３２２　ブースタ圧縮機
３２４　高圧多段軸流圧縮機
３２６　燃焼器
３２８　第１のタービン
３３０　第１の駆動シャフト
３３２　第２のタービン
３３４　第２の駆動シャフト
３３６　排気ノズル
３３７　減速装置
３３８　軸流ファンロータアセンブリ
３４０　ファンケーシング
３４２　出口案内羽根
３４４　ファンロータブレード
３４６　下流部分
３４８　気流路、通路
３５０　気流
３５２　取り入れ口
３５４　ファン空気
３５６　気流
３６０　燃焼生成物
Ｈ　高温ガスの流れ
Ｃ　冷却用流体
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